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平成 25 年度職員団体との交渉結果（第 2 回） 

 

１．交渉団体 

滋賀県地方公務員労働組合共闘会議、滋賀県職員組合、滋賀県公立高等学校教職員組合、 

全教滋賀教職員組合 

２．当局側出席者 

人事課長、福利厚生室長、他人事課員 

３．交渉日および場所 

平成 25 年 11 月 15 日（金）14:45～16:00 本館３－B 会議室 

４．内 容 

仕事と家庭生活の両立支援、母性保護、県独自カットの解消、自宅住居手当の維持等 

５．職員団体の要求および県の回答（女性） 

職員団体 県 

１ 仕事と家庭生活の両立支援のためにも労働時

間を短縮するとともに、時間外労働をなくすこ

と。また、休憩時間やトイレに行く時間も取れ

ない状況を改善すること。そのためにも、これ

以上の人員削減を押し付けず定数を拡大し必要

な人員を確保すること。また、異動には十分な

配慮を行い、過密労働の押しつけで働き続けら

れない状況を作り出さないこと。さらに、生じ

た欠員はただちに補充すること。 

本県の一般行政部門の職員数は、人口同規模県

の中でも最も少ない人数となっており、職員の皆

さんには、非常にスリムで効率的な体制で行政運

営を担っていただいているものと考えている。 
 しかし、行財政改革方針やこれに基づく実施計

画では、平成２６年度までの間に事務事業の見直

し等により１２０人以上を削減することとしてお

り、この計画に沿った取組を進めていくべきもの

と考えている。 
 一方、県政の重要課題や新たな行政需要には的

確に対応していく必要があることから、個別具体

に行政ニーズを勘案しながら、必要な体制を整え

ていきたいと考えている。 
 人事異動については、公平・公正を基本として、

本人の希望をできる限り尊重しつつ、県民の負託

に応えた事業執行が適切に行えるものでなければ

ならないと考えており、また、職員それぞれの個

性や能力を活かし、成長を促すような、人を育て

る人事に努めなければならないと考えている。 
 職員の皆さんからは自己申告書を提出してもら

い、また、所属長からのヒアリングも実施してお

り、これらを踏まえながら、翌年度の業務運営を

考慮し、職員の持つ資格免許や専門性、さらには

健康状況や家庭事情なども加味して総合的に考え

ている。ただ、異動には相手所属もあり、また人

材育成上の観点からも、必ずしも本人の希望どお

りにいくというものではないということはご理解

願いたい。 
 また、欠員の補充については、所属のお考えも

お聞きしながら、正規職員や臨時的任用職員、嘱

託職員などにより補充に努めている。 
２ 女性職員の昇任が遅れている現状があり、育  これまでから県庁の中で女性職員の職域拡大や
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児休業等の取得や異動の有無にかかわらず、昇

任の遅れが無いように改善すること。 
女性職員の登用に積極的に取り組んできている。

女性職員が県の政策や方針決定に参画できるよう

人事配置や、課長、参事などの職への任用にも努

めてきた。 
 また、国における若者・女性の活躍推進の取組

の動向等を踏まえ、庁内においても、幅広い業務

経験等を通じ、一層の登用に向けた育成に努める

こととしている。 
 昇任については、本人の適性、知識や能力、人

物を考慮しながら行っており、在職や経験の年数

だけで昇任するということにはならないと考えて

いる。 
５ 母性保護や子育ての諸制度を活用することが

できるように、職員・教員定数を増やすこと。

交替制勤務職場については特別の対策をたてる

こと。養護学校における妊娠軽減の時間を週１

０時間から週１８時間に増やすこと。養護教諭

の妊娠軽減について、養護教諭が複数配置され

ている学校にも軽減措置は必要。また、１学期

限定でなく学期に関係なく週１８時間の軽減措

置をとること。 

 厳しい財政状況を踏まえ、これからも、事務事

業の見直しを進めるとともに、スリムで効率的な

組織体制の構築に向け、一層の努力が求められて

いるところであり、定数増は困難な状況。 
 交替制勤務職場における職員配置については、

所属の意見も聞きながら対応している。 
 なお、教員に関することにつきましては、教育

委員会とお話し合いいただきたい。 
 

６  産休・育休には必ず代替職員を配置すること。

また、雇用経費を削減しないこと。育休の場合

は正規職員を配置すること。少人数職場では育

児休業者が重ならない人事配置をすること。代

替職員との引き継ぎ日を現行の１日から最低２

日に延長すること。 

育児休業に伴う代替職員については、育休の取

得期間が１会計年度を超える場合や、勤務の特殊

性や職場の実態等を考慮し、関係部局の考えを聞

きながら、できる限り正規職員の配置に努めてき

た。 
 なお、技術職については、非常勤嘱託員での対

応や、また保健師、児童指導員等の資格免許職種

については、育児休業代替の任期付職員でも対応

してきたが、昨年度からは事務職にも導入してい

る。 
 このように、職場の実情に応じて、何らかの代

替職員の配置を行っている。 
 また、少人数職場では育児休業者が重ならない

よう、人事配置に配慮をしている。 
 代替職員との引き継ぎ日を最低２日に延長する

ことについては、現行の取扱が適当と考えている。 
 

11 育児休業取得者に対する昇給延伸を完全復

元、退職手当の除算期間の撤廃など不利益を一

切なくすこと。育児休業手当金は１歳半までは

無条件に支給すること。 

昇給昇格における育児休業期間等の取り扱いに

ついては、平成 19 年の 8 月以降の育児休業の期間

については、全期間勤務したものと同等に換算し

て、復職時に号給を調整している。 
 「退職手当」については、従来は育児休業を取

得した期間については、２分の１を除算すること

としていたが、平成 18 年度の制度改正において、

育児休業を取得した期間のうち１歳までの期間に

ついては、３分の１の除算とするようにした。 
 退職手当は、都道府県や国との間で勤続期間の

相互通算規定を設けており、勤続年数や算定基礎

額の計算方法、調整額の基準など退職手当の計算

を行ううえでの基本的な部分については、全国一
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律のものとなっており、本県だけが異なる扱いを

行うことは困難と考えている。 
 次に、育児休業手当金については、平成１７年

に地方公務員等共済組合法が一部改正され、子が

１歳に達した後でも総務省令で定める場合に該当

するときは、１歳６ヶ月まで支給が延長されてい

るところであり、法に基づく地方公務員共通の制

度であるので、本県のみ異なる扱いとすることは

困難。 
12 介護休暇の「連続する６月の期間」を見直し

て、一定期間内なら分割して通算６月以上とれ

るようにするなど、利用しやすい制度に改善す

ること。 

現行制度では連続する６ヶ月の期間のうちで必

要と認められる期間となっており、国や他都道府

県との均衡から、通算して６ヶ月と数えるような

制度拡充は困難。 
13 学校等行事休暇の対象や日数を拡大するこ

と。文化祭、保育園・幼稚園の進級式、登下校

時の立ち当番等も対象とし、１学期に１日以上

とすること。 

さらなる日数の増加や対象行事の拡大は困難。 
 なお文化祭については、平成１８年度に「音楽

会」を休暇の対象と追加した際に、学芸会とあわ

せて対象としている。 
14 看護休暇について、子の対象を中学生まで拡

大し、家族について日数を拡大すること。 
看護休暇については、平成１６年度から、子が

中学校に就学するまでに拡大しており、さらに平

成２０年度からは対象を子どもだけでなく、父母

や祖父母等、家族まで拡大している。国や他府県

との均衡という点から、さらなる拡大は困難。 
 また日数については、平成２２年度から中学校

就学前の子２人以上で最大１０日と、大幅な拡大

を図ったところであり、さらなる日数の拡大は困

難。 
17 パワーハラスメントで泣き寝入りする職員を

生まないために、パワハラ指針に実効性を持た

せること。 

パワーハラスメントについては、一昨年９月に

「パワー・ハラスメント防止に関する指針」を策

定し、統一テーマによる職場研修を行い相談窓口

の設置情報の提供や、部下職員への適切な指導な

ど、職員の意識啓発を図った。今後も引き続き指

針の周知に努め、働きやすい良好な職場環境づく

りに努めて参りたい。 
 

６．職員団体の要求および県の回答（青年） 

職員団体 県 

１ 県独自カットについては、県人事委員会も「遺

憾」としており、速やかに廃止すること。 
また、民間より低い水準にある初任給を引き

上げ、在職者調整も行うとともに、将来への蓄

えや健康で文化的な生活を保障するため、青年

層賃金を大幅に引き上げる県独自措置を行うこ

と。 

 本県独自の給与カットについては、昨年度の皆

さん方とのお話し合いを経て、11 年連続となるカ

ットをお願いしている。 
 さらに、今年度については、本年５月から６月

に皆さん方とのお話し合いを経て国家公務員に準

じた給与減額を実施している。 
 災害復旧の現場や国の経済対策への対応など行

政課題に取り組んでいる職員の皆さんや、教育現

場において頑張っている教職員の皆さんに対し、

非常に申し訳ない気持ちでいる。 
 また、人事委員会の報告においても、「本年７月

から職員が実際に受ける給与額は、民間準拠によ

る水準を大きく下回っており、これらの減額措置
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による職員の士気や家計、人材確保への影響は避

けられず、その代償は極めて大きいと言わざるを

得ない。」とされた。 
 先日の総務部長交渉において北村総務部長から

「お時間をもう少しいただきたい」と回答を申し

上げたところなので、ご理解願いたい。 
 「初任給および青年層の賃金」については、本

県の初任給は、民間の初任給を考慮して設定し、

全国的に見ても遜色のない額としており、これ以

上の引き上げは困難。 
 また、近年の給与改定については、早期立ち上

がり型へ移行し、若手職員に配慮した対応がとら

れている。 
 全国の都道府県の状況を見ても、本県の若手職

員の給与水準は、全国の中でも均衡のとれた水準

となっているところであり、これ以上の賃金水準

の改善は困難と考えている。 
２ 地域手当については、条例本則に定められた

とおり７％を支給すること。 
 今年度については、月例給の公民較差が極めて

小さいこともあり、人事委員会から勧告がなかっ

たので、引き上げは困難であると考えている。 
３ 青年層の賃金レベルは低く抑えられている中

で、生活費の一部である一時金の支給額を引き

上げる県独自措置を行うこと。また、「職務段階」

による差別支給を廃止し、すべての青年層に最

低 10％の加算を保障することを基本として、当

面は 5％支給開始年齢を引き下げること。 

 年間支給月数については、民間とおおむね均衡

していることから、人事委員会勧告がなかったの

で、引き上げは困難と考えている。 
 職務段階別加算いわゆる「役職加算」について

は、平成２年の人事委員会勧告により、民間の支

給状況を受けて措置されたもの。 
 ５％、１０％の平均的な支給開始時期について

は、いずれの職種においてもこれを変更すべき事

情はないと考えており、これ以上の改善は困難と

考えている。 
４ 昇給・昇格制度の改悪は、生涯賃金の低下を

もたらし住宅ローンの返済や教育費など予定さ

れた支出に困難など生活設計にマイナスの影響

を及ぼすので行わないこと。 

昇給・昇格制度については、昨年度の人事委員

会勧告において、「本県の昇給・昇格制度について

はこれまで、国の制度に準じることを基本として

きたところであり、国に準じて見直しを行う必要

がある。」との勧告を受けた。 
 国においては昇格制度の見直しを既に平成25年
1 月から実施しており、55 歳を超える職員の昇給

抑制についても平成 26年 1月の定期昇給から実施

する予定である。 
 本県においても国に準じて早急に対応する必要

があるものと考えている。 
５ 民間経験を持った新規採用職員の初任給を改

善し、採用後一定期間内に標準入職者の賃金水

準に到達できる措置を講じること。 

本県では、従来から７年までの経験について、

１年で４号としている。 
 また、平成１８年度からは、職員の職務に直接

役立つと認められる経験については、７年を超え

る経験についても１年４号として初任給の算定を

行うこととしており、これ以上の改善は困難と考

えている。 
６ 住居手当について、家賃や住宅ローンの負担

が青年層に重くのしかかっている実情をふま

え、住宅ローン・固定資産税など住宅関連費の

本年４月から自宅に係る住居手当を廃止した

が、これは昨年度の人事委員会勧告を踏まえて廃

止したものなので、ご理解願いたい。 
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支出に見合う手当の支給等の改善を行うこと。 
７ 通勤手当については全額実費支給を基本に駐

車場料金も含め改善を行うこと。また、通勤距

離が２km 未満であっても、自転車通勤を認め支

給対象とすること。 

 通勤手当については、今回、人事委員会から勧

告されていないので、改善は困難であると考えて

いる。 

８ 時間外勤務が恒常的となっている職場が依然

として多く存在し、有給休暇さえ満足に取得で

きない状況がある。発注率など数値目標による

強力な進行管理を行う一方で、必要な時間外勤

務命令すら抑制するという相矛盾した業務管理

が行われており、少なくない青年が精神的肉体

的疲労を訴えている。人員増や業務量の適正配

分など実効ある措置を講じ早急に改善するこ

と。 

「時間外勤務の縮減」は、職員の健康管理と公

務能率の向上の観点から大変重要な問題であると

受け止めている。 
 ただ、定数の面では、本県の危機的な財政状況

に対応するため、行財政改革方針やこれに基づく

実施計画で、法令で配置基準が定められている教

員、警察官を除き平成２６年度までに１２０人以

上の削減を行うこととしている。 
 こうした中にあっても、量的、質的な側面から

十分勘案した上で、限られた人員を効果的に配置

していきたいと考えている。 
９ 今年度から実施されている水防・雪寒業務に

係る週休日・休日の振替は、事前に予測しがた

い業務に係る振替で、事前に代休を取得するこ

とが事実上不可能であり、あらかじめ振替える

日を指定して本人に通知するという労働基準法

上の要件をみたしていない。 
  上記の趣旨を各所属に徹底し、振替は本人の

同意があった場合に限定し、強制しないこと。 
 

 水防や雪寒待機業務については、昨年度から振

替対象業務にしたところだが、職員の健康管理や、

公務能率の向上の観点から十分に休養をとること

が必要であると考えている。他の振替業務と同様

に、業務の繁忙等により振替が困難な場合がある

ことは承知しているが、基本的には振替で対応す

るようお願いしたい。 

14  民間や市町への派遣研修について、自主性を

尊重し押しつけないこと。また、労働条件等で

不利とならないよう条件整備を行うこと。 

 人選にあたっては、職員のチャレンジ精神に基

づいて、円滑かつ効果的に実施できるよう、公募

制も採用している。 
 また、派遣先での勤務条件については、原則と

して派遣先団体の規程によることとなるが、別途

派遣先団体と身分の取扱等に関する協定書を交わ

す際には、派遣によって勤務条件が不利にならな

いよう留意している。 
 なお、人事課においても、派遣先の職場を訪問

して実情を把握したり、派遣職員のみなさんと意

見交換を行うなど、派遣研修制度の趣旨が生かさ

れ、人材育成につながるよう努めている。 
15 県が開催するイベントなどの事業への半強制

的な動員は行わないこと。また、清掃活動等の

事業について、ボランティア休暇の取得を職場

へ数の割合を示すことなどで押しつけないこ

と。併せて、ボランティア休暇の適用で、環境

保全活動について国や自治体の関与を前提とし

ないこと。 

主催者からの参加の呼びかけに対して、職員が

自主的に判断して対応すべきものと考えている。 
 環境保全活動については、平成１３年度からボ

ランティア休暇に含めることとして、職員が参加

しやすい環境整備を図ったところだが、当休暇は

有給の休暇であることから、県民の納得を得られ

る活動に限定する必要があり、県等が一定関与す

るものに限定している。 
16 勤務地の変更に伴う寮間の移動について、弾

力的に運用すること。 
また、教職員住宅についても独身住宅を増築

するとともに、新築・改築をすすめること。併

せて使用料の引き上げは見直すこと。 

勤務地の変更に伴う寮間の移動の弾力的な運用

については、これまでと同様、空き室等の状況も

踏まえて対応したいと考えている。 
 教職員住宅については、教育委員会とお話いた

だきたい。 
17 休暇制度について、次の項目を改善すること。 結婚休暇については、昨年度、その日数につい
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① 結婚休暇を１０日とすること。 
② 夏期休暇の取得時期である９月は、第２四

半期のまとめを行う時期であることにより業

務量が多いうえ、祝日が二日あることにより

出勤すべき日数がもともと少ないため、夏期

休暇を取得しにくい実態がある。夏期休暇を

取得できる期間を６月から１０月までに拡大

し、取得しやすくすること。 

て週休日・休日を除く７日間とする運用改正を行

ったばかりであり、他府県との均衡からもこれ以

上の改善は困難であると考えている。 
夏期休暇の取得期間については、取得期間につ

いては、職員の勤務時間条例で「７月から９月ま

で」と規定されていることから、期間を拡大する

ことは困難であり、この期間内において計画的に

取得をしていただきたい。 
18 福利厚生制度については、次のとおり充実を

図ること。 
 ① 互助会は地方公務員法による県の福利厚生

制度の一環を担っている。条例に基づく県負担

金を復活し、必要な事業を実施すること。 
 ② 助成対象となる施設を増やすこと。 

事業実施については、滋賀県職員互助会の一般

財団法人化に伴い、移行後の事業内容について検

討を行ってきたところであるが、限られた財源と

なるため、事業の廃止・縮小は避けられない。 
 過去において公務員の厚遇問題から互助会への

補助金が全国的に廃止されてきた経緯からして、

県負担金を復活することは、困難。 
助成対象施設については、職員互助会の福利厚

生代行事業は、えらべる倶楽部に委託して実施し

ている。利用できる施設については、地域ごとの

バランスを考え、可能な限り対象施設が拡大でき

るよう取り組んでまいりたいと考えている。 
19  自律型人材育成制度について、公平性、透明

性、納得性の問題があり、導入しないこと。ま

た、競争意識をあおらず、青年が働きやすい環

境で仕事にやりがいを感じることが出来るよう

に努めること。 

本年度の人事委員会の報告では、「職員の士気の

高揚や組織の活性化を図るため、本県の昇給・昇

格や勤勉手当の各制度において人事評価の結果が

反映され、より実効性の高いものとなるよう、新

たな人事評価制度の早期確立に向けた取組を進め

る必要がある。また、現在、一部の職階で導入さ

れている「自律型人材育成制度」については、そ

の対象範囲を拡げる必要がある。」とされている。 
自律型人材育成制度は、人材育成基本方針に基

づき平成１７年度から導入し、上司と部下とのコ

ミュニケーションを通じて職員の意欲向上や職場

の活性化、組織目標の達成を図ることを目的とす

るものである。 
 この制度の実施にあたり、上司が部下職員の育

成に責任を持って取り組むことは、上司が果たす

べき重要な役割であることから、管理職および制

度運用のキーパーソンとなるグループリーダーを

対象に、必要な研修を継続して実施している。 
 この制度の目指すものを実現していくには、現

在の課長補佐級以上から全職階に拡大する必要が

あると考えており、来年４月から全職員に拡大し

たいと考えている。なお、拡大にあたっては、職

員への負担を軽減するなど必要な改善を行って参

りたいと考えている。 
７．回答後の交渉状況 

職員団体 県 

  学校等行事休暇で更なる拡大は難しいとの回

答があったが、全教でも調査した結果、滋賀県が

飛び抜けていいわけではない。高校でも使えると

ころは、他府県が参考に拡大していきたいと聞い

 立ち当番は初めて聞いたが、ワークライフバラ

ンスは大事だと認識しており、要求として受け止

めさせていただきたい。 
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ているところだが、子ども一人につき１日は少な

すぎる。家庭訪問や毎月授業参観もある。アンケ

ートをとっても１日ではダメという意見が多く、

お金はかからないので是非とも増やしてほしい。 
幼稚園や保育園の進級式も対象にしてほしいとい

う声が多い。子どもの成長を父兄一緒に見に行く

ので、入学式と同じ取扱いにしてほしい。また、

朝の立ち当番や見回り活動などのPTA 活動につい

ても認めてほしい。学校というものが主催でない

から認められないというのであれば、ボランティ

ア休暇の対象にすることはできないか。今のボラ

ンティア休暇は県の環境活動に特化しているので

対象を緩めて地域のボランティア活動も対象にし

てほしい。検討をお願いしたい。 
 検診の子宮がん検診について、医師が男性のた

め、自らお金を出して他の医療機関で検診をうけ

た。検診をする事業者の仕様書に女性医師と書い

てほしいと申し出たことがあったが、応札する事

業者が減るからということでダメだった。 

検診を引き受けてくれる事業者は規模が大きい

ところで、業者が少ないのは事実。どこまででき

るかは検討する。 

 職員の独身寮で空室が目立っている。家賃の値

上げ途中なのに入居者は減っており、このままい

くと共益費も増える。入居率が少ない職員住宅も

県民の理解は得られないと思うがどういう認識

か。 

唐橋寮では 30 室空きがでている。 
値上げしたから急に減ったわけではない。 

 


